
《今週の祈りの課題》　

1. 9/29バプテスマを受けられた島由美姉のために。フォローアップクラスのために。

信仰告白・バプテスマに導かれる方が、主によって与えられるように。

2. 入院･入所されている方や療養・治療中の方のために。

3. 2019年度の小倉教会の歩みのために。

4. 山本龍一郎牧師のために。牧師家族の働きと健康のために。

5. 教会員一人ひとりがｷﾘｽﾄに向かって共につながり合う教会とされますように。

6. 教会学校・各会、各奉仕者、聖歌隊のために。

7. キリスト教教育現場で働いておられる東彩子姉、古川敬康兄の働きのために。

8. 日本の諸教会（北九州連合28教会、バプテスト290教会・29伝道所、すべての
教派の教会、宣教体）の働きに主の導きがありますように。

9. 西日本豪雨(2018.7.6-)､九州豪雨(2017.7)､熊本地震(2016.4.14)､東日本大震災
(2011.3.11)他、各地の地震･台風･豪雨等で被災された方々とそのご家族を覚えて。

10. 現在無牧師の芦屋教会、北九州教会、直方教会、春ヶ丘教会、光教会のために。

義に飢え渇く人々は、幸いである、　その人たちは満たされる（マタイによる福音書5:6）　　　　
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2019年12月29日 主は御名にふさわしくわたしを正しい道

に導かれる。 死の陰の谷を行くときもわ

たしは災いを恐れない。あなたがわたし

と共にいてくださる。詩編２３章３b-4a節  
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～活動のご案内～  ★ が ら が ら ど ん ～子どもと大人のための絵本の読書会～ 

          月2回 水曜 13:30～ 土曜12:00～（担当：嶋田凉美） 

         ★歩こう会 随時（担当：土谷寿治）、他。 

 

～各会のご紹介～  ●信徒会 毎月第一日曜日の午後、「信徒常会」を開きます。 

          ●女性会 毎月第三日曜日の午後、「女性会例会」があります。 

イ

主日礼拝  

 日曜日 10:30～11:45 

教会学校  

 日曜日  9:30～10:10 
 (クラス) ジュニア(幼小) 

    ユース(中高生･青年)    

     シニア(成人)   

聖書の学びと祈祷会 

 水曜日 10:30～12:00 

     19:00～20:00 

夕礼拝 (月に一度) 

第一日曜日 19:00～19:45   

大庭国雄兄､岡嶋利加姉､平木繁子さん(緒方姉のお母様)、岸本多佳子姉､妹尾久子さん

(妹尾姉の叔母様)、妹尾実さん(妹尾姉のお父様)、鶴原五郎さん、廣木三千代姉、藤川浩

三兄、藤川多喜子さん、宮川優子姉、福田昌治牧師、藤田英彦牧師、藤田信子姉、金子

貢司牧師、牟田基生さん(宮原姉のお父様)、里村照子姉、野原丈爾兄、森脇巖さん、野

中宏樹牧師、土谷昭子姉 他、体調をくずされている方等を覚えて。 

週 報 

    1891.2.11～伝道開始128年  

    1903.11.3～教会組織115年 
日本バプテスト小倉キリスト教会 

主の栄光を現す教会となろう 

(年間聖句・標語) 

  <フォトアルバム～先週の出来事より> 
クリスマス礼拝、聖歌隊特別賛美          クリスマス祝会 

宣教：「神は和解の言葉を委ねられた」 

聖書：コリントの信徒への手紙二 ５章１７-２１節 
「だから、キリストと結ばれる人はだれでも、新しく創造された者なのです。古いものは過ぎ去

り、新しいものが生じた。」コリントの信徒への手紙二 ５章１７節 

 

 過去から現在、そして未来へと繋がる道を敷いて下さった神様に感謝いたします。時代も人々

の顔ぶれも移り変わりますが、神の言葉だけは今も変わることがありません。１３０年前に小倉

教会の伝道に尽力した先達も、今を生きる私たちも同じ神様の言葉によって養われ、成長させて

いただきました。これから生まれてくる子どもたちも神の言葉によって育まれ、み心に適う人と

なるために教会は伝道・教育・牧会に励むことは神の御旨に適うことです。教会の発展は私たち

の願いに神様が応じてくれたということではなく、神が私たちに願い事を与え、神様ご自身が豊

かに働いて下さった結果の恵みであり、全ての人の口を通して神のみ名だけが永遠に褒めたたえ

られるようになる目的があることを私たちは忘れてはいけません。栄光は神に帰するものであり、

私たちの誇りではありません。信仰者の誇りは十字架だけであってほしい。「古いものは過ぎ去

り、新しいものが生じた」という表現はキリストの死と復活を連想させます。死は神が定められ

た人間の罪の結果、滅びであります。何の罪との関わりもなかった主イエスを神は私たちの身代

わりとして罪のしるしである十字架につけられました。その主イエスの死、復活こそが「古いも

のは過ぎ去り、新しいものが生じた」ということです。神は愛であり、大いなる恵みと祝福を人

間に与えて下さるのです。今年最後の主の日に感謝いたします。来る２０２０年も素晴らしい年

となりますように。 牧師 山本龍一郎 

 



□

奏楽：岡嶋利加姉　　　写真撮影：土谷寿治兄

当番執事：宮原亮子姉　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：山本恒姉 □
（礼拝奉仕者準備祈り会 10:25 @ 牧師室） □

　―礼拝 プログラム― 10:30～ □

□

★印の意味～お差支えない方はご起立下さい。

前　奏 奏楽者 □

招きの御言葉 司会者 □

★ 賛　美 新生讃美歌 20 ( 天地治める主をほめよ） 一 同 ○

★ 主の祈り 一 同

★ 賛　美 新生讃美歌 205 ( まぶねの中に) 一 同 ○

祈　祷 司会者 ○

信徒の証し 山本真理香姉

聖書朗読 司会者 計
(新共同訳) 新約 ｐ331 1/1 (水)聖書の学びと祈り会 大人 中高生 子ども 大人 中高生 子ども (名)

宣　教 山本龍一郎牧師 聖書: 12/22 (日) クリスマス礼拝 7 1 36 3 1 48

(sermon) <昼> 12/22 (日) ＣＳシニア 3 3

★ 応答賛美 新生讃美歌　 300 ( 罪ゆるされしこの身をば) 一 同 <夜> 12/22 (日) ＣＳユース 3 13 16

献　金 代表祈祷： 山本佐智子姉 《次週の教会学校》 12/22 (日) ＣＳジュニア 1 1 1 1 4

★ 頌　栄 新生讃美歌　 679 ( ベネディクション） 一 同 1/5 12/24 (火) イヴ礼拝 11 1 32 3 4 51

★ 祝　祷 山本龍一郎牧師 週題: (＆賛美の時) 0

★ 後　奏 奏楽者 聖書: 12/25 (水) 朝 祈祷会 2 2 4

歓迎と記念日紹介 山本龍一郎牧師 《次週の主日礼拝》新年礼拝(主の晩餐式) 12/25 (水) 夜 祈祷会 1 1 1 1 4

挨拶の時 挨拶→♪God Bless You 1･2番    (ギター演奏) 一 同 1/5 (日)10:30～11:45 0

報告とお知らせ 当番執事

　(礼拝後、次週礼拝奉仕者 祈り会) 宣　教: 22 0 3 78 20 7 130

聖　書:

《本日の予定》 《今週の記念日紹介》 讃美歌: 新生14、92、650、679番、※ 《先週の献金報告》　

・ 教会学校 9:30～10:10 お誕生日： 月 約 ･･･ 緒方、宮川 ＊12/22分のみ記載

ジュニア・ユース・シニア ～今週お誕生日を迎えられる方はぜひお知らせ下さい～ <礼拝奉仕者>※当番表最新版は受付に掲示 建 築 ･･･ 緒方、宮川

・ バプテスマ記念日： 1/4 特別感謝【バプテスマ記念】･･･岸本、斉藤、土谷(昭)、

《先週初めて礼拝に来会された方》 会堂掃除 　 中西(弥)、宮川、山本(恒)

(クリスマス礼拝) ﾄｲﾚ掃除 下半期 ･･･ 岸本、塩谷、中西(信・弥)、宮川

TANIA KAMINIUKOVAさん（ロシアから) 1/5 (日) ｽﾗｲﾄﾞ作成 山本(佐)姉 クリスマス･･･大庭(国・博)、岡嶋、川野、岸本、楠目、

小田奈々子さん、小原温美さん、川崎美優さん、帆足優紀子さん 宣教 山本師 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ- ﾁｬﾄｩﾙｳﾞｪﾃﾞｨ姉 斉藤、嶋田、土谷(寿・昭）、中西、宮川、

他、西南女学院の学生さん達が来会されました。 司会 礒田姉 写真 土谷兄 山本(恒）、山本(真)、がらがらどん、

(イヴ礼拝) 奏楽 大庭姉 音響 土谷兄 市川陽子、藤本ひろみ、他、無記名

中井明美さん、他ご近所の方、教会メンバーのご家族・ご友人、 受付 山本(佐)姉

・職場の方、西南女学院の学生さん達が来会されました。 献金(祈) 山本(真)姉

当番執事 土谷姉

尊い献金を感謝します。

緒方姉・土谷姉

(準備)広木姉

2019年12月29日

《先週の集会出席》

◎台風19号関連被災者支援(募金箱)にご協力下さい。募金は日本バプ
テスト連盟を通して被災者のため用いられます。未曾有の豪雨災害を
覚え、引き続き祈りつつお献げ下さい。

※God Bless You

(土) お花 広木(志)姉

土谷姉、山本(佐)姉

緒方姉、土谷兄

(配餐)　礒田姉

集計

～バプテスマ(洗礼)や転入会のご希望･ご相談等ございましたら 牧師までお申し出下さい～ エフェソ3:7-13

＊お名前は敬称略・順不同

(日)9:30～ｼﾞｭﾆｱ､ﾕｰｽ､ｼﾆｱｸﾗｽ
｢わたしは『救い』」　

ヨハネによる福音書3:16-21

招きの言葉：ゼカリヤ2:14-15

「我が身を主にまかせよ」

「神は和解の言葉を委ねられた」 ナホム書２章
 (God Has Committed to Us the Message of Reconciliation) 10:30～事務室/司会：山本(佐)姉

19:00～母子室/司会：山本(佐)姉

があります。地方連合壮年会1月度例会も兼ねて開催されます。ぜひご参加下さい。

コリントの信徒への手紙二、５：１７-２１節 《今週の祈祷会》 男 女

事前の申し込みは不要、研修会では信徒説教についての学びを行います。詳細は掲示板でご確認を！

1/1(水)北九州連合元旦礼拝(＠シオン山教会)の開始時間は14時からです。(先週までの記載に誤りがありました）

1/19(日)15～16時半、南小倉バプテスト教会に於いて北九州連合主催「もう一度おじゃまします」

1/12(日)、昼食後に原簿整理委員会を行います。＠事務室

詩編１００篇１ｂ-３節 1/19(日)、昼食後に聖歌隊の打合せを行います。＠事務室　メンバーの方はお集まり下さい。

1/25(土)10時～15時、連合主催「信徒研修会」＠若松教会 講師:松見俊先生、講習費1,000円

1/10(金)、NPO法人「抱僕」炊出し支援のため、13時半～ゆうきんホールでお弁当作りをします。

･･･主の前に静まり礼拝への心備えを致しましょう･･･ 1月12日は成人祝福礼拝です。このたび成人を迎えられる方はぜひご来会下さい。ご家族・ご親戚

の方におられましたら、ご希望を牧師までお申し出下さい。共に祝福をお祈りいたしましょう。

受付：森永姉　　音響：土谷寿治兄 本日は、山本真理香姉による「証し」があります。礼拝後にクリスマスの片付けを行います。

1/5(日)の新年礼拝の後、ぜんざい会があります。昼食後は信徒常会、19時～夕礼拝があります。

主日礼拝 ―報告とお知らせ―

12/23(月)、ロシアからお越しのTANIAさんより、日本の子ども達へと６５個のｸﾘｽﾏｽﾌﾞﾚｾﾞﾝﾄ

宣教：山本龍一郎師　司会：広木志保子姉 (ｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞ･文房具･菓子他)をあずかり、門司区の児童養護施設「天使育児園(児童60名)｣に届けました。

長椅子座布団カバーの洗濯をしま
す。御協力いただける方は、数枚ず
つご自宅で洗濯され、土曜日まで
にお持ち下さい。(女性の会) 

★本日のランチは、「うどん」(¥200)です。
コーヒー（¥50)の準備もあります。 
初めての方等は無料です。 
ランチ券をご利用下さい。  


